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平成２３年８月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万７,９０３人
 （１１９減）

住
民
登
録

（１１６減）１９万４,６６３人人口／
（５７減）９万５,４７９人　男　／
（５９減）９万９,１８４人　女　／
（７４減）８万９,６４０世帯／

外
国
人
登
録

　（３減）３,２４０人人口／
　（５増）１,４０６人　男　／
　（８減）１,８３４人　女　／
 （１５７減）１,６１９世帯／

童館や児童青少年課（田無庁舎１階）で
配布。または、市　HP をご覧ください。
※申し込み多数の場合は抽選。結果に
ついては、返信はがきで通知。
※申し込みは１家族２組まで可。ただし
申し込み多数の場合は１家族１組まで。
□放射能の影響について
　茨城県行方市については、農産物・
水道・魚ともに基準値を下回る数値と
なっています。農産物についても、特
に出荷制限などはなく、東京の市場で
も出回っている状況です。
　詳しくは、茨城県行方市農業振興セ
ンター（札０２９１－３５－３１１４）までお問
い合わせください。
※この事業は、市と災害時相互応援協
定を結んでいる茨城県行方市との共同
事業です。
◆児童青少年課 　田 
（札０４２－４６０－９８４３）

□メニュー（３品）　ｅｃｏオムライ
ス、焼き鮭と小松菜のおひたしのマヨ
ネーズ和え、いちごみるく寒天
　対 市内在住、在勤、在学の中学生以上
の方
　定 ２０人（申し込み多数の場合は抽選）
　講 西東京市エコ・クッキングナビゲーター
　持 エプロン、三角巾、ハンドタオル、
飲み物
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、８月３１日昌(消印有
効）までに、〒２０２－００１１泉町３－１２－
３５エコプラザ西東京内環境保全課へ。
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

　市内の公共花壇でバラ園を管理して
いるボランティア団体による理論と実
技の講座です。
　時 ９月～平成２４年２月までの毎月第３
金曜日午後１時３０分～４時（全６回）
　場 西東京いこいの森公園（第１～３回・
講義）、芝久保バラ園（第４～６回・実践）
　定 ３０人
　￥ ５，０００円（６回分教材・資料代）
　講 上松淳一さ

ん（ＮＰＯ法人西東京花の会）
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号・バラ栽培での悩みなどを明
記し、９月１１日掌までに、〒１８８－
００１１田無町４－２１－８－１０３小山田勇
治気付ＮＰＯ法人西東京花の会「バラ
栽培教室」係へ郵送。
□主催　ＮＰＯ法人西東京花の会
◆みどり公園課 　保 
（札０４２－４３８－４０４５）

死yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　対 ・　定  幼稚園在園児および市内在住の
未就学児の保護者・６００人
　講 平山許江さ

ん（文京女子大学教授）
※お子さんと一緒に講演を聞くことが
できるモニタールーム有り。
□共催　西東京市私立幼稚園連絡協議会
◆子ども家庭支援センター
（札０４２－４２５－３３０３）

　武蔵野地域全体の貴重な財産である
雑木林を、どのように保全をして将来
に引き継いでいけばいいか、実践的な
お話を伺います。
　定 ６０人
　講 中川重年さ

ん（京都学園大学バイオ環
境学部バイオ環境デザイン学科教授）
□主催・　問 西原自然公園を育成する会
（池田札０４２－４６３－５５６１）
◆みどり公園課 　保 
（札０４２－４３８－４０４５）

　内 ボランティアの心構え、当事者の体
験談、精神障害者の方と実際に関わっ
ていただく体験な

ど

　対 ・　定 ２日とも参加できる方・１５人
　申 電話・ファックスで下記へ（先着順）。
　問 地域活動支援センターハーモニー
（田無町４－１７－１４フレンドリー内・
札０４２－４５２－２７７３・胃０４２－４５２－ 
２７７４）
◆障害福祉課 　保 （札０４２－４３８－４０３３）

　茨城県の大自然の中でさつまいも収
穫やトマト狩り体験、自然散策、ザリ
ガニ観察などを行います。農業を通し
て親子の絆を深めませんか？
　場 茨城県行方市内
※大型観光バスを使用します。
　対 市内在住の小学生（１年生～６年生）
とその保護者
　定 ２３組４６人
　持 汚れてもよい服装・靴
※昼食はこちらで用意します。
　申 往復はがき・直接持参で９月９日晶
(消印有効）までに、児童青少年課へ。
詳細は８月１５日以降に配布するチラシ
をご覧ください。
※チラシは市内小学校に全生徒配布
（始業式の際に配布）するほか、各児

～西東京市誕生１０周年記念市民活動団
体提案協働事業～
□曲目　西東京市１０周年記念曲（団員
オリジナル）、ブラボー・ブラス！、ソ
ーラン・ファンク、エレクトリカルパ
レードほ

か

　問 保谷高校OB吹奏楽団（保谷札０９０－
６６５４－１２５９）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　西東京市へ避難されて来ている方の
不安な思いを少しでも解消するため、
情報交換などの場として、交流会を開
催します。市民有志によるヴァイオリ
ンの演奏も行いますので、ぜひご参加
してください。
　対 市内に避難されてきている被災者の方
　定 ６０人
　申 市で把握している方には、案内状を
お渡ししていますので、返信用はがき
にて。案内状をお持ちでない方は、下
記までご連絡ください。
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６・胃０４２－４３８－ 
２０２１・死kyoudou@city.nishitokyo.lg. 
jp）

　定 ３０人（先着順）
　講 橋本ヒロ子さ

ん（十文字学園女子大学
副学長・社会情報学部長、国連婦人の
地位委員会日本政府代表）
□保育有り
　対 生後６か月以上未就学児
　定 １５人（先着順）
　申 講座、保育ともに、８月１６日昇から
電話で下記へ。
◆男女平等推進センター
（札０４２－４３９－００７５）

　時 ・　内 ①９月４日掌・コミュニティビ
ジネスとは　②１１日掌・事業の広め方
③18日掌・コミュニティビジネスの始め方④
１０月２日掌・コンセプトの発表
いずれも午後２時～４時３０分（全４回）
　場 イングビル３階
　対 ・　定 市内在住、在勤の方・１５人
　講 ＮＰＯ法人Ｍｙｓｔｙｌｅ＠こだいら
　￥ 各回５００円（資料代な

ど）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、氏
名（ふりがな）・住所・電話番号を明記
し、９月２日晶までに市民協働推進セ
ンターゆめこらぼ「ＣＢ講座」係へ。
　問 市民協働推進センター
（札０４２－４９７－６９５０・胃０４２－４９７－６９５１・

□公演　人形劇団ポポロ
　対 ・　定 ３歳以上・７０人（先着順）　
　申 ８月１６日昇午前１０時から中央図書館
で整理券を配布します（月曜休館）。
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

□演目　「おとうさん」「こぎつねこん
ちとおかあさん」ほ

か

□公演　みみぃちゃんの紙芝居
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

　１９４５年（昭和２０年）８月８日、長崎
に原爆が投下される前日から翌朝まで
の日常風景を描いた作品です。
□出演　桃井かおり、南果歩、仙道敦
子、黒田アーサー、佐野史郎ほ

か

□監督　黒木和雄
※映画上映前に、「広島平和の旅報告
会」を予定しています。
□定員　４５０人
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

人形劇公演
「おおかみと７ひきの子やぎ」ほか

825状 午後３時
田無公民館

夏のわくわくドキドキ
紙芝居スペシャル！

827穣 午前１１時
中央図書館
※当日直接会場へ

２０１１！　ＨＯＢ　ＳＵＭＭＥＲ　
ＣＯＮＣＥＲＴ

828擾 午後２時開演（１時３０分開場）
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

西東京市へようこそ！
東北のみんなで話そう会

828擾 午前１０時～正午
田無庁舎１階

共通講座

「日本社会の閉塞を打ち破る女性活用」

9 3穣
午前１０時～正午
住吉会館２階

子育て支援講演会

「子育ては楽しい？！」

9 9畳
午前１０時～１１時３０分
保谷こもれびホール

都市の中の緑を守る
～武蔵野の雑木林に歴史あり～

911擾 午後１時３０分～４時３０分
田無庁舎２階
※当日直接会場へ

まちと暮らしを明るく元気にする

コミュニティビジネス講座

精神障害のある方を支援する
ボランティア育成講座

①午前１０時３０分～午後３時
②午後１時～４時
フレンドリー２階16畳②

915状①

親子で行こう！農業体験事業
参加者募集！！

924穣 集合：午前７時３０分
田無庁舎
※雨天時は１０月２日掌に延期

西東京市誕生１０周年記念

エコ・クッキング講座

928浄 午前１０時３０分～午後１時
田無総合福祉センター

バラ栽培実践教室

夏休み平和映画会
「TOMORROW　明日」

827穣 午後２時開演（１時３０分開場）
西東京市民会館
※当日直接会場へ

映画のワンシーン


